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ドライブレコーダーをご購入いただき、ありがとうございます。

本取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
特に ” 安全上のご注意 ”（P4～ P6）” 使用上のご注意 ”（P7～ 10）はご使用前に必
ずご一読ください。

本製品の仕様（外観、付属品、ビューア画面等）は、改良のため予告なく変更するこ
とがありますが、ご了承ください。
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安全上のご注意 安全上のご注意
●ご使用の前に、「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
●ここに示した注意事項または、警告事項は安全に関する重大な内容を記載していますの
で必ず守ってください。記載されている注意、警告事項は危険な状況をすべて網羅してい
るわけではありません。使用に際しては十分に注意してください。
●取扱説明書は保証書と一緒にお使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保管し
てください。

誤った取り扱いをすると人が死亡または
重傷を負う可能性が想定される内容を示
しています。

誤った取り扱いをすると人が障害を負っ
たり物的損害の発生が想定される内容を
示します。

取り付け、配線について

● DC12V マイナスアース車以外で使用しない 
　DC24V 車には使用できません。DC12V マイナスアース車以外で使用しない
でください。火災や故障の原因となります。
● エアバッグシステムの動作を妨げる位置には絶対に取り付け、配線をしない 
　エアバッグが正常に動作しなかったり、動作したエアバッグの衝撃で製品や部
品が飛ばされ、死亡事故の原因となります。
● 視界や運転操作を妨げる場所、同乗者に危険を及ぼす場所には取り付けない 
　運転操作を妨げる場所：ステアリング、シフトレバー、ブレーキペダルの近く
など。 交通事故やけがの原因となります。
● 取り付けやアース配線に保安部品を使わない 
　保安部品：ステアリング、ブレーキ系統、燃料タンクなどのボルトやナット類
など。制御不能や発火、交通事故の原因となります。

● 車両メーカーが指定する禁止エリアに取り付けや配線をしない 
　カメラやセンサーなどの車両装置の動作を妨げる恐れがあり、交通事故の原
　因となります。禁止エリアは車両メーカーにお問い合わせください。
● 取り付け、配線は安全のため専門業者に依頼する 
　取り付け、配線、取り外し、周辺機器の追加は専門技術が必要です。誤った
　取り付けや配線をすると車に重大な支障をきたし交通事故の原因となります。
　安全のため必ずお買い上げの専門業者にご相談ください。
● 正規の接続をする 
　誤った接続をすると火災や事故、故障の原因となります。
● コード類は取り付け説明の指示に従い、運転操作の妨げとならないように固定する　　　　　
　ステアリングやブレーキペダルなどに巻き付くと事故の原因となります。
● 車体やねじ部分、シートレールなどの可動部に配線を挟み込まない 
　断線やショートにより火災や故障、感電の原因となります。
●コード類の配線は高温部を避けて行う 
　コードの被覆が溶けてショートし、事故や火災の原因となります。

●水のかかる場所や湿気、ほこり、油煙の多い場所には取り付けない 
　水や油煙などが入ると発煙や火災、故障の原因となります。
●振動の多い場所や不安定な場所には取り付けない 
　走行中に外れ、交通事故やけがの原因となります。
●付属の電源ケーブルを使用する 
　付属品以外の電源ケーブルを使用すると、火災や感電の原因となります。また、
　電源ケーブルの改造は行わないでください。
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安全上のご注意 使用上のご注意
使用について

●本機を分解、改造しない 
　火災や感電、故障、データ損失の原因となります。 分解、改造が故障の原因
　と認められた場合、保証は適用されません。
●運転中に操作しない 
　交通事故やけがの原因となります。 必ず安全な場所へ車を停車させ、パーキ
　ングブレーキをかけた状態で操作を行ってください。
●機器内部に水や異物を入れない 
　金属物や燃えやすいものなどが入ると、動作不良やショートによる火災や発
　煙、発火、感電、故障の原因となります。
●故障や異常な状態のまま使用しない 
　万一煙が出る、変なにおいがする、内部に異物が入った、水がかかったなど
　の場合はただちに使用を中止してください。そのままご使用になると事故や
　火災、感電の原因となります。お買い上げの販売店、もしくは弊社サービス
　にご相談ください。
●ヒューズは必ず規定容量品を使用する 
　ヒューズを交換するときは、必ず表示された規定容量品と交換してください。
　規定容量を超えるヒューズを使用すると火災の原因となります。

● 本機を車載用以外には使用しない 
火災や感電、故障、けがの恐れがあります。

●ほかの無線機やテレビ、テレビチューナー、ラジオ、パソコン、GPSなどの近くで
　使用すると、影響を受けたり与えたりすることがあります。
●本機を高温、及び低温に長期間放置しないでください。 
　・一定以上の高温下、低温下では異常な動作をする場合があります。 
　・結露のない状態でご使用ください。
●レンズは常に清潔な状態でお使いください。 
　・レンズが汚れますと画質が低下します。 
　・お手入れはレンズクロスなどで拭いてください。
●長時間使用する場合、通風しを良くしてください。 
　・本体の温度が上昇し、変形や故障の原因になることがあります。
●バイザーはゆっくり下げてください。 
　・本体に接触してカメラの向きが変わる可能性があります。
●本機の掃除やお手入れの際には、水、ワックス、その他の洗剤をかけないでください。
　 ・故障や感電を引き起こす可能性があります。
●本機で録画した映像はプライバシーや著作権の侵害など、法や条例に接触しないよう
　注意してご利用ください。
●本機は本来の使用目的以外ではご使用にならないでください。
●本機は日本仕様です。海外ではご使用になれません。
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使用上のご注意 使用上のご注意

本書では特にことわりのない限り「microSDHCカード」、を「microSD カード」と総称
して表記しています。
本機では下記の SD 規格に準拠したmicroSD カードに対応しています。下記以外の
microSDカードは使用できません。

・microSDHCカード 容量：8～ 32GB、スピードクラス：CLASS10 以上

● 本機でお使いいただくmicroSDカードは、本機専用としてお使いください。
● 本機で使用中のmicroSD カードを他の用途で使用すると正常に動作、録画ができ
ない場合があります。

● 他の機器で使用したmicroSD カードを使用する場合は本機でフォーマットを行っ
てください。

● microSDカードは分解、改造、その他加工はしないでください。
● 定期的にデータを読み出し、書き込みが正常かどうかご確認ください。
● 安心してお使いいただくため、1ヶ月に 2回程度はmicroSD カードをフォーマッ
トしていただくことをお勧めします。

● 大切なデータはパソコンや他の記録メディアなどにバックアップを作成してくださ
い。

● microSDカードは消耗品です。定期的に録画映像を確認し、6ヶ月を目安に交換す
ることをお勧めします。

電源が入ったままの状態でmicroSD カードの抜き差しを行うと録画されたファイル、ま
たはmicroSD カードが壊れてしまうなど、ドライブレコーダーが正常に動作しなくなる
場合がありますので下記手順をお守りください。

<microSDカードの抜き方＞
1. ドライブレコーダーの電源をオフにして、LEDが消灯したことを確認します。
2. ドライブレコーダーからmicroSD カードを取り出します。 microSD カードを軽く
押し込み、少し飛び出してから引き抜きます。

＜microSDカードの挿し方＞
本体の電源が切れている状態でmicroSDカードを挿入します。
microSDカードの向きに注意して、カチッと音がするまで挿入してください。

使用できるmicroSDカードについて
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使用上のご注意

・本製品は事故などで衝撃のあった時点で録画するイベントレコーダーではありません。
・ドライブレコーダーは、すべての状況において映像を録画することを保証するものでは
　ありません。録画ファイルの間にはタイムギャップ（無録画時間）が存在します。
・録画された映像は事故を起こした場合の示談交渉や法的手続きにおいて参考録画として
　ご活用いただけますが、直接的証拠として保証されるものではありません。
・運転支援機能はドライバーの運転をサポートするもので、事故を未然に防ぐものではあ
　りません。また、すべての条件において危険をお知らせするものではありません。
・本製品は安全運転補助装置であり、故障による損害、データ損失による損害、その他の
　本製品を使うことにより発生する損害に対して弊社は責任を負いません。
・本製品は車の状態や車両事故などで製品が破損したり、microSDカードの問題で録画が
　できない場合もあり、それらにより生じる損害に対して弊社は責任を負いません。
・車両運行前に製品の動作状態をご確認ください。

・LEDの信号機やテール /ストップ /ウィンカーランプは録画した映像で点滅、または
　消灯したように映る場合があります。
・動作中に再起動し、「常時録画を開始します」のアナウンスがあることがあります。
・Gセンサーは衝撃の方向によって検知が異なるためイベント録画ファイルが生成され
　ない場合があります。

製品の構成（同梱品一覧）

本体 ブラケット

シガープラグ電源ケーブル (3.5m)リアカメラ 接続ケーブル (6m)

  取扱説明書
(保証書付き )

SDカードアダプター
microSDHCカード 16GB
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各部名称 取り付けの前に・・・

● ドライブレコーダー本体は必ずフロントガラスの上部 20％の範囲内に取り付けてく
ださい。

● ドライブレコーダー本体はワイパーの拭き取り範囲内に取り付けてください。
● 視界の妨げにならない位置に取り付けてください。
● 検査標章などを避けて取り付けてください。
● 添付の両面テープは再接着できません。 ブラケットを仮止めし、映像を記録・再生
するなどして取り付け位置をよく確認してください。

● ケーブルは運転の妨げにならないようテープやクランプで固定するなどしてくださ
    い。

■ 取り付けイメージ

※ 付属のシガープラグ電源ケーブルで電圧変換を行っていますので、必ず本機に付属
　 のシガープラグ電源ケーブルをそのままお使いください。

取り付け作業を行う前に「安全上のご注意」を再確認し、必ずお守りください。
また、取り付け時の注意に従い作業を行ってください。



14 15

ブラケットの取り付け

※ブラケットは奥までしっかりと入れてください。

■ 本体の取り付け
1．取り付け時の注意に従い適切な位置を決め、フロントガラスの汚れや脂分をきれ
　  いに拭き取ってください。
2．本体の取り付け位置を決めたら両面テープの剝離紙を剝がし、ブラケットをフロ
ントガラスにしっかりと貼り付けます。

両面テープ

剥離紙

※添付の両面テープは再接着できません。
本体を仮止めし、映像を記録・再生するなどして取り付け位置をよく確認してください。

本体のレール部にブラケットを取り付けます。

本体の取り付け

緩める 締める

ナット

5．角度が決まりましたら動かないようにナットを締め、固定します。

3．「接続方法」を参照して配線をします。（→ P13 ）
4．ブラケットのナットを緩め、本体の角度を調整します。
本体のレンズ面が路面に対して垂直になるように角度を調整します。
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リアカメラの取り付け

※ リアガラスの電熱線上に取り付けると、取り外す際に電熱線をいためる恐れがあ
りますのでご注意ください。

1. ブラケットの両面テープの剥離紙を剥がし、リアガラスへ取り付けます。
2. 専用シガー電源アダプターのAV IN 用プラグに接続ケーブルのプラグを合わせ差
　 し込みます。
※ 防水仕様ではありません。車内へ取り付けてください。
※ リアカメラの方向は下図の向きで取り付けてください。 
　 取り付け方向を間違うと録画映像の上下が逆さまになります。

車両への設置

●接続ケーブルはリアカメラに接続済みです。
●上記のイラストはあくまでも一例です。お客様の車種に合わせて配線してください。
●ケーブルが視界の妨げや運転操作、エアバッグ動作に支障がないように配線してく
ださい。

●バッグドアやトランク等を開閉し、ケーブルが挟まれないか確認してください。ま
たケーブルが引っ張られる場合、ケーブルを余分にたるませて引き回してください。

リアカメラ接続
ケーブルのプラグ
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車両への設置
３. 両面テープ剥離紙を剥がして、リアカメラを取り付けます。取り付け位置に合わせて
カメラの向きを調整します。ブラケットの△印が上を向くように設置してください。

4. ドライブレコーダーのモニターを確認しながら、リアカメラの角度をさらに調整します。

リアカメラの映像を表示するには「▲」ボタンを長押しします。
（押すたびに、画面が切り替わります。）

シガーソケットへの接続
シガープラグ電源ケーブルを本機と車両のシガーソケットに接続します。（通電すると
電源が入ります）

DC IN （電源端子）

シガープラグ電源ケーブル
※通電中、ランプが赤色に点灯します。

車のシガーソケットへ
※最後までしっかり差し込んでください。

※車両によっては ACC オフでもシガーソケットへ給電するものがあります。使用後
はシガープラグ電源ケーブルを抜き、ご使用の際はエンジンスタート後にシガープ
ラグ電源ケーブルを接続されることをお勧めします。

※本機はDC12V 車対応です。シガーソケットの形状（外国車等）によっては使用で
きない可能性があります。正像
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microSD カードの挿入、取り出し方
microSDカードの抜き差しを行う場合は、必ず本体の電源をオフにし、LEDが消灯し
てるのを確認してから行ってください。

●microSDカードの挿入
　 microSDカードは図の向きでカチッと音がするまで挿入します。

LEDランプ消灯

●microSDカードの取り出し　 
　 microSDカードを取り出す時は、軽く押し込み、少し飛び出してから丁寧
　 に引き抜きます。
　 ※無理な力で行うと破損の原因になります。

microSDカードの挿入、取り外し時は落下、紛失にご注意ください。

microSDカードは、はじめに必ず本機でフォーマットをしてから
ご使用ください。(→ P56 )

起動する
① 専用シガー電源アダプターを接続します。(→ P19 )
② 電源が入ると、モニター側の LEDランプが「赤色」に点灯します。
③ 起動画面が表示された後、録画画面に変わります。

録画を開始すると画面上部に録画マーク（●REC）が表示されます。
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起動時に行うこと
●時刻 /日付が正しく設定されてるか確認する
→正しく設定されてない場合、（→ P55 ）を参照下さい。

ご購入時、または長時間使用してなかった場合、時刻 /日付がリセッ
トされています。その際は時間設定してから使用してください。

●microSDカードが挿入されているか確認する
　  →挿入されてないと「SDカードを挿入してください。」と表示されます。

モード切り替えについて
本機を起動すると、録画モードからスタートします。
録画を停止してからMODEボタンを押すことで、モードを切り替えることができます。

モードボタンを押すたびに、モード切り替わります。

①動画モード
( フロントカメラ・リアカメラ )
常時録画を開始します。
動画ファイルが生成されます。

②静止画モード
( フロントカメラ・リアカメラ )
現在カメラに写っている映像が撮
影できます。
静止画ファイルが生成されます。

MODEボタンを押す

MODEボタンを押す
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モード切り替えについて
③動画再生モード
( フロントカメラ )
録画したファイルを再生することができ
ます。

MODEボタンを押す

④動画再生モード
( リアカメラ )
録画したファイルを再生することができ
ます。（右下にRearCamと表示）

MODEボタンを押す

⑤静止画表示モード
( フロントカメラ )
撮影したファイルを表示することができ
ます。

MODEボタンを押す

⑥静止画表示モード
( リアカメラ )
撮影したファイルを表示することができ
ます。（右下にRearCamと表示）

MODEボタンを押す

①動画モード に戻る

録画する（動画モード）
microSDカードが挿入された状態で本機を起動すると、自動的に常時録画を開始します。

①録画 /スタンバイ
   録画中は●REC、スタンバイ中はSTBYが表示されます。
②解像度
　録画解像度を表示します。
③動画モード
　動画モードでは　　   が表示されます。
④microSDカード
　microSDカードが入ってるとき　　  が表示されます。
⑤現在時刻 /録画時間
　左：現在時刻を表示します。
　右：録画時間を表示します。
⑥イベント録画
　常時録画中にMODEボタンを押す ( 手動録画 )、もしくはGセンサーが衝撃を感知する
と画面右下に   　が表示されます。

⑦音声録音オフ
　録音してないとき 　　が表示されます。
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録画の操作方法
LCDボタン
LCD表示をオン /オフします。

▲ボタン
リアカメラが接続されていると、長
押しするたびにフロント / リアカメ
ラ表示にに切り替わります。

OKボタン
・短押し：動画の開始 /停止します。
・長押し：録画中の画面をキャプチャ
              ーします

▼ボタン
録画中に押すと、音声録音をオン /
オフします。オフのとき画面上部に
　　が表示されます。
※オンの時は何も表示されません。

MODEボタン

録画中は、モードの切り替えやメニュー画面を開くことができま
せん。必ず録画を停止してから、モード切り替えたりメニュー画
面を開いてください。

・録画中に押すと手動録画となります。
　（画面下に　　が表示されます。）
　もう一度押すと常時録画に戻ります。

録画する（静止画モード）

①本体の電源がオンになっている事を確認
します。録画中の場合は、OKボタンを
押して録画停止をします。

　（※録画中はモード切替ができません。）

②MODEボタンを 1回押して、静止画モー
ドを表示します。

③以下の画面が表示されます。

①解像度　　　　　　　　　　　  撮影する画像ファイルの解像度を表示します。
②静止画モード　　　　　　　　  静止画モードでは　　　が表示されます。
③microSD　　　　　　　　　　microSDカードが入ってるとき　　　が表示されます。
④現在時刻　　　　　　　　　　  現在の時刻を表示します。
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静止画モードの操作方法
LCDボタン
LCD表示をオン /オフします。

OKボタン
被写体を撮影します。

MENUボタン

録画中は、モードの切り替えやメニュー画面を開くことができま
せん。必ず録画を停止してから、モード切り替えたりメニュー画
面を開いてください。

静止画モードの設定メニューを開きます。

電源を切る
車のエンジンを切ったり、シガー電源アダプターを抜くと、約 1秒後に終了表示されて電
源が切れます。

【リセットする】

「ボタンを押しても反応しない」「画面がフリー
ズしてしまった」など本機が動作しない・誤作
動をおこした場合本体底面のリセットボタンを
押すと強制的に再起動します。

※先端の細いもので軽く押して下さい。

項目 アイコン 説明

モード

動画解像度

静止画解像度

音声録音

microSDカード

動画モード
静止画モード
動画再生モード
静止画再生モード
FHD　1920 × 1080
HD　1280 × 720
3M　2048 × 1536
2M　1920 × 1080
1.2M　1280 × 960
VGA　640 × 480
録音してない状態
microSDカードが入ってる
microSDカードが入っていない
イベント録画中に走行画面に表示
動画再生モード、静止画表示モード時にリ
ストの保護ファイルに表示（→ P25 ）

マーク

※リセットする際は、電源ＯＮの状態で！
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動画再生モードを表示する（画面表示）

①録画タイプ

②ファイル名

③動画再生モード

④microSD

⑤リスト数

⑥ファイル

⑦録画日時

⑧録画時間

⑨カメラ

「常時」「イベント」を表示します。

選択した動画のファイル名
●常時録画　　…FILE[ 日付 ]-[ 時刻 ]F
●イベント録画…EMER[ 日付 ]-[ 時刻 ]F
（※最後の Fはフロントカメラを示します。リアカメラはRが付きます。）

動画再生モードでは　　　が表示されます。

microSDカードが入ってるとき　　 と表示されます。

現在のリスト数 /全体のリスト数

選択したファイルは赤枠で表示されます。
保護されたファイルは左上に　　が表示されます。

選択したファイルの録画した日時

選択したファイルの録画時間

リアカメラ映像のとき、RearCamと表示されます。

動画再生モードを表示する

①本体の電源がオンになっている事を確認
します。録画中の場合は、OKボタンを
押して録画停止をします。

　（※録画中はモード切替ができません。）

②MODE ボタンを２回押して、動画再生
モードを表示します。

③ファイル一覧画面が表示されます。
　▲ /▼ボタンでファイルを選択できます。
　赤い枠が選択されたファイルとなります。
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動画を再生する
【再生中の画面】

①

⑤④

②

③

①再生
　倍速再生
　一時停止

②ファイル数

③再生画面

④ファイル名

⑤再生時間

再生のとき▶
倍速再生のとき▶▶もしくは◀◀
一時停止のとき▶  が表示されます。

現在のファイル /全体ファイル数を表示します。

選択したファイル映像が流れます。

現在再生しているファイル名を表示します。

現在の再生時間 /録画時間を表示します。

動画を再生する
①動画再生モードであることを確認して
ください。再生したいファイルを選
択します。（※▲ /▼ボタンを押すと、
ファイルが選択できます。）

②ファイル一覧画面のとき、MODE ボ
タンを１回押すと、リアカメラの映像
ファイル一覧に切り替わります。

③OKボタンを押すと、ファイルが始め
から再生されます。

④MODEボタンを押すと、ファイル一
覧画面に戻ります。
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静止画表示モードを表示する

①本体の電源がオンになっていることを確認
します。録画中の場合は、OKボタンを押し
て録画停止をします。

  （※録画中はモード切替ができません。）

②MODEボタンを 4回押して、静止画表示
モードを表示します。

③ファイル一覧画面が表示されます。
　▲ /▼ボタンでファイルを選択できます。
　赤い枠が選択されたファイルとなります。

動画を再生する
【再生中の操作方法】

LCDボタン
LCD表示をオン /オフします。

MODEボタン
再生を止めて、ファイル一覧画面
に戻ります。

OKボタン
再生 /一時停止します。倍速再生し
ているときは通常再生に戻ります。

▲ /▼ボタン
▲巻戻し（-２,-４,-８倍速）
▼早送り（２, ４, ８倍速）
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設定メニューを表示する

①本体の電源がオンになっていることを確認
します。録画中の場合は、OKボタンを押し
て録画停止をします。

  （※録画中はモード切替ができません。）

②MODEボタンを押します。

③左のような設定画面が表示されます。
　（※▲ /▼ボタンで項目が選択できます。）

④ファイル一覧画面のとき、MODE ボタ
ンを１回押すと、リアカメラの映像ファ
イル一覧に切り替わります。

⑤OKボタンを押すと、撮影した写真が拡大表示されます。

⑥MODEボタンを押すとファイル一覧画面に戻ります。

【表示画面】

②

① ①ファイル名

②写真画面　

現在表示されてる
ファイル名を表示し
ます。

選択したファイルを
表示します。

【表示中の操作方法】
LCDボタン　LCD表示をオン /オフします。

MODEボタン
ファイル一覧画面に戻ります。

▲ /▼ボタン
前後のファイルに移動します。

静止画表示モードを表示する
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設定メニューを表示する
【メニュー画面の表示】 ※動画モードの場合

MODEボタン
設定モードが切り替わります。

選択した項目は黄色に囲まれて、下段
の各アイコンも黄色で表示されます。

【メニューの操作方法】

MENUボタン
一つ前の項目に戻ったり、
設定メニューの画面にもど
ります。

▲ /▼ボタン
項目の移動や、値の増減をします。

OKボタン
選択した項目や値を決定します

設定メニューを表示する
④本体側面のMODEボタンを押すと

動画設定　（→ P40） 静止画設定　（→ P41）

再生設定　（→ P42） SDカード　（→ P43）

一般設定　（→ P44 ）

（※ただし、動画再生 /静止画表示モードのときにMODEボタンを押しても、メニュー
の切り替えはできません。）

の順に切り替えができます。

メニューボタンを押すと、
・「動画モード」のときは「動画設定」、
・「静止画モード」のときは「静止画設定」、
・「動画再生 /静止画表示モード」のときは「再生設定」が最初に表
　示されます。
「SDカード」もしくは「一般設定」メニューを開きたいとき、必ず
「動画モード」か「静止画モード」にしてからMENUボタンを押し
てメニューを切り替えてください。( → P55 「日付 / 時刻を設定
する」を参照してください。)
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静止画設定（1/1）

項目 説明

解像度
（初期値：2M）

静止画品質
（初期値：高画質）

撮影する写真の解像度を設定します。

静止画ファイルの画質を設定します。
　高画質
　標準画質

3M
2M
1.2M
VGA

2048
1920
1280
640

×
×
×
×

ピクセル
ピクセル
ピクセル
ピクセル

1536
1080
960
480

※リアカメラの設定変更はできません。

動画設定 (1/1)
動画を撮影するときの詳細設定を行います。

項目 説明

動画設定
（初期値：FHD
               1920×1080）

録画単位時間
（初期値 1分）

動画設定
（初期値：オン）

録画時の解像度を設定します。
　FHD　1920×1080
　  HD　1280×720

1 ファイルあたりの録画時間を設定します。
　 １分
　 2 分
　 3 分 

音声録音のオン /オフを設定します。
　 オン
　 オフ

※リアカメラの設定変更はできません。
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再生設定（1/2～ 2/2）

項目 説明

音量
（初期値：5）

削除

保護

録画タイプ

録画ファイルの再生音や、操作音の音量を設定し
ます。0～ 10まで設定できます。

ファイルの削除を行います。（→ P46 ）
　１つ削除
　全て削除

ファイルの保護 /保護解除を行います。
（→ P46 ）
　１つ保護 /１つ保護解除
　全て保護 /全て保護解除

観覧する録画タイプを切り替えます。
常時 /イベントの 2種類があります。
※フロントカメラ、リアカメラと同時に切り替わ
　ります。
　常時（常時録画ファイル）
　イベント（イベント録画ファイル）

SDカード（1/1）
microSDカードのフォーマット、残り時間の確認を行います。

項目 説明

SDフォーマット

SDカード情報

microSDカードをフォーマットします。
（→ P56 ）

解像度における残り時間、残り撮影枚数を表示し
ます。
※ここで表示される残り容量は、リアカメラで撮
影するデータを除きます。

・本機で初めてmicroSDカードを使用する場合、本機でフォーマッ
トをしてください。
・microSD カードをフォーマットすると、全てのフォルダが削除
されますので事前にパソコンへバックアップしておくことをおす
すめします。
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一般設定（1/4～ 4/4）
本機の共通設定を行います。

項目 説明

操作音
（初期値：オン）

時間設定

日時形式
（初期値：年月日）

言語
（初期値：日本語）

操作音のオン /オフを設定します
　オン
　オフ

撮影日時の表示方法を設定します。
なし
　年月日
　月日年
　日月年

日時と時刻を設定します。(→ P55 )

表示する言語を設定します。
　日本語
　English（英語）

項目 説明

ちらつき防止
（初期値：50Hz）

撮影時に信号のちらつきを防止するために、ご使
用の地域の周波数に合わせて設定します。
　50Hz（東日本用）
　60Hz（西日本用）

自動 LCDオフ
（初期値：１分）

何もしない状態から LCD表示が消えるまでの時
間を設定します。
　オフ
　１分
　３分

衝撃感度
（初期値：中）

Gセンサーの感度を設定します。レベルが高いと
敏感に、レベルが低いと鈍感になります。
　オフ（Gセンサーオフ）
　低、中、高の３段階から設定できます。

設定のリセット

FW Ver.

本機をご購入時の設定に初期化します。（→ P57 ）

本機のファームウェア情報を表示します。

※１ LCD が消えている時、LCDボタンを押すと表示されます。
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ファイルの削除 /保護
【ファイルを1つ削除する】

①本体の電源がオンになってることを確認し
ます。録画中の場合は、OKボタンを押して
録画停止をします。

  （※録画中はモード切替ができません。）

②MENU ボタンを押してからMODE ボタ
ンを２回押して再生設定メニューを開きま
す。

さらに、録画タイプから「常時」「イベント」を選択しておきます。

再生設定
↓

録画タイプ
↓

「常時」
「イベント」から選択

③「削除」を選択し、OKボタンを押します。
　（※▲ /▼ボタンで項目を選択できます）

④「１つ削除」を選択し、OKボタンをおします。

⑤ファイル一覧が表示されますので、削除した
いファイルを選択してください。選択した
ファイルは赤枠で表示されます。

　（※▲/▼ボタンでファイルを選択できます。）
　

⑥「選択したファイルを削除しますか？」と表
示されるので、「はい」を選択してOKボタ
ンを押します。ファイル一覧から削除されま
す。

⑦ファイル一覧画面に戻ります。
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【ファイルをすべて削除する】

①本体の電源がオンになってることを確認し
ます。録画中の場合は、OKボタンを押して
録画停止をします。

  （※録画中はモード切替ができません。）

②MENU ボタンを押してからMODE ボタ
ンを２回押して再生設定メニューを開きま
す。

さらに、録画タイプから「常時」「イベント」を選択しておきます。

再生設定
↓

録画タイプ
↓

「常時」
「イベント」から選択

（※選択された録画タイプのファイルのみがすべての削除の対象になります。）

③「削除」を選択し、OKボタンを押します。
　（※▲ /▼ボタンで項目を選択できます）

④「全て削除」を選択し、OKボタンをおします。

⑤削除したいファイル形式（動画か静止画ファ
イル）を選択し、OKボタンを押します。

　（※▲/▼ボタンでファイルを選択できます。）
　

⑥「全てのファイルを削除しますか？」と表示
されるので、「はい」を選択してOKボタン
を押します。ファイルが削除されると、ファ
イルがすべて削除されます。

⑦再生設定メニューに戻ります。
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・保護されたファイルは、ここでは削除できません。保護解除をし
てから削除してください。（→ P54） 

【ファイルを1つ保護する】

①本体の電源がオンになってることを確認し
ます。録画中の場合は、OKボタンを押して
録画停止をします。

  （※録画中はモード切替ができません。）

②MENU ボタンを押してからMODE ボタ
ンを２回押して再生設定メニューを開きま
す。

さらに、録画タイプから「常時」「イベント」を選択しておきます。

③「保護」を選択し、OKボタンを押します。
　  （※▲ /▼ボタンで項目を選択できます。）

④「１つ保護」を選択し、OKボタンをおします。

⑤ファイル一覧が表示されますので、保護した
いファイルを選択してください。選択した
ファイルは赤枠で表示されます。

　（※▲/▼ボタンでファイルを選択できます。）
　

⑥「選択したファイルを保護しますか？」と表
示されるので、「はい」を選択してOKボタ
ンを押します。ファイルが保護されると、ファ
イルの左上に　　が付きます。

⑦再生設定メニューに戻ります。

保護マーク
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【ファイルを全て保護する】

①本体の電源がオンになってることを確認し
ます。録画中の場合は、OKボタンを押して
録画停止をします。

  （※録画中はモード切替ができません。）

②MENU ボタンを押してからMODE ボタ
ンを２回押して再生設定メニューを開きま
す。

さらに、録画タイプから「常時」「イベント」を選択しておきます。

（※選択された録画タイプのファイルのみがすべての保護の対象になります。）

再生設定
↓

録画タイプ
↓

「常時」
「イベント」から選択

③「保護」を選択し、OKボタンを押します。
　（※▲ /▼ボタンで項目を選択できます。）

④「全て保護」を選択し、OKボタンを押します。
　（※▲ /▼ボタンで項目を選択できます。）

⑤保護したファイル形式（動画か静止画ファイ
ル）を選択し、OKボタンを押します。

　（※▲ /▼ボタンで項目を選択できます。）

⑥「全てのファイルを保護しますか？」と表示
されるので、「はい」を選択してOKボタン
を押します。ファイルが保護されると、ファ
イルの左上に　　が付きます。
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⑦再生設定画面に戻ります。

・ファイルの保護解除を行うには、先述の【ファイルを保護する】
および【ファイルを全て保護する】の手順に従って、「１つ保護
解除」「全て保護解除」を選択してください。

・選択をキャンセルする場合「いいえ」を選択するか、MENUボタ
ンを押します。

この欄で説明している「保護」とは、イベント録画のことではあ
りません。各録画タイプにおいて、保存しておきたいファイルに
対して「ロック」をかけることで誤って削除されるのを防ぐため
の操作のことです。ただし、SDカードのフォーマットを行うと
保護したファイルも削除されてしまいますのでご注意ください。

日付 /時刻を設定する
①MENUボタンを押します。
　（※録画中の場合はOKボタンを押して録
画を停止してください。）

②MODE ボタンを押して「一般設定」メ
ニューを開きます。

　メニュー画面から「時間設定」を選択しま
す。

　（※▲ /▼ボタンで項目を選択できます。）

③日付設定画面に切り替わります。
　設定項目はオレンジ色で表示されます。
　▲ /▼ボタン  ：数値の増減をします。
　OKボタン      ：次の項目へ移動します。
　MODEボタン ：前の項目へ移動します。

④全て設定し終えたら「OK」までカーソルを合わせます。
　OKボタンを押すと、変更が確定されます。
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microSDカードのフォーマット

①MENUボタンを押します。
　（※録画中の場合はOKボタンを押して録
画を停止してください。）

②MODE ボタンを押して「SDカード」メ
ニューを開きます。

　メニュー画面から「SDフォーマット」を
選択します。

③左のメッセージが表示されますので、
　「はい」を選択しOKボタンを押します。

④すぐにフォーマットが開始されます。「SD
カードのフォーマットが完了しました」
と表示されたらフォーマット完了です。

選択をキャンセルする場合、「いいえ」を選択するか、MENUボタ
ンを押します。

設定をリセットする

①MENUボタンを押します。
　（※録画中の場合はOKボタンを押して録
画を停止してください。）

②MODE ボタンを押して「一般設定」メ
ニューを開きます。

　メニュー画面から「設定のリセット」を選
択します。

　（※▲ /▼ボタンで項目を選択できます。）

③左のメッセージが表示されますので、
　「はい」を選択しOKボタンを押します。
　設定をリセットすると、すべての設定が初
期値に戻ります。

選択をキャンセルする場合、「いいえ」を選択するか、MENUボタ
ンを押します。
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初期値一覧
【動画設定】

【静止画設定】

【再生設定】

【一般設定】

項目 説明

1920×1080 の画面サイズで録画します。

項目 説明

項目 説明

項目 説明

解像度

１ファイルあたり約１分で録画します。録画単位時間

録画と同時に音声を録音します。音声録音

操作音が出ます。操作音

撮影日時が「年 /月 /日」の順で表示日時形式

日本語で表示します。言語

50Hz（東日本用）に設定されています。ちらつき防止

何もしない状態から 1分で LCDが消灯自動 LCDオフ

イベント録画を行う際の衝撃感度が中程度衝撃感度

1920×1080 の画面サイズで撮影します。解像度

高画質で撮影します。静止画品質

操作音や再生音の音量が５音量

初期値

初期値

初期値

初期値

FHD

1分

オン

オン

年月日

日本語

50Hz

１分

中

２M

高画質

５

microSDカードの記録ファイル
下記に表示された数値は該当の動画 /静止画モードの最大値で計算されたものであ
り、実際とは多少異なります。

解像度 8GB 16GB 32GB

【録画時間の目安】

FHD　(1920×1080)

  HD　(1280×720)

約 65分

約 95分

約 130分

約 190分

約 260分

約 380分

※フロントとリアの同時録画で常時録画、イベント録画（Gセンサー、手動）、に
よるすべての録画時間の合計です。

※上記値は目安です。

microSDカードの容量の割当

録画方法によってmicroSDカードの容量がそれぞれ割り当てられます。

常時録画 イベント録画

静止画 1%

システム用 1%

60% 38%
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常時録画ファイル
起動してから終了するまで録画する通常のファイルです。
●１ファイルあたりの録画時間は１分、２分、３分に設定できます。
●フロントカメラ側は FILE[ 日付 - 時刻 ]F.MOV
　リアカメラ側は　    FILE[ 日付 - 時刻 ]R.MOVという形式で
　microSDカードに生成される「Nomal」フォルダ内の
　「F(=Front)」「R(=Rear)」フォルダに保存されます。
●容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして保存されます。
　イベント録画ファイル、保護されたファイルは上書きされません。
●動画モード以外の操作を行ってるとき、録画（常時 /イベント）は行われ　
　ません

設定した
録画単位時間

Nomal

イベント録画ファイル
Gセンサーが一定以上の衝撃を感知したり、録画中にMODEボタンを押すと、イ
ベント録画として保存されます。

●イベントが発生した前後の動画が保存されます。（計３つの動画ファイルを同時保
　存）
●録画時間単位は常時録画の設定時間に連動します。
●フロントカメラ側は EMER[ 日付 - 時刻 ]F.MOV
　リアカメラ側は　    EMER[ 日付 - 時刻 ]R.MOVという形式で
　「Event」フォルダ内の「F(=Front)」「R(=Rear)」フォルダに保存されます。
●これらの録画ファイルは上書きされませんが、microSDカードのフォーマットを
　行うと削除されます。
●ファイルを操作した場合、再生設定で録画タイプを「イベント」に切り替えてく
　ださい。

イベント発生

Event

●フロントカメラ側は IMG[ 日付 - 時刻 ]F.JPG
　リアカメラ側は　    IMG[ 日付 - 時刻 ]R.JPGという形式で
　「Photo」フォルダ内の「F(=Front)」「R(=Rear)」フォルダに保存されます。
●録画中キャプチャーの画像も同じフォルダーに保存されます。

静止画ファイル
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パソコンでファイルを見る
記録ファイルはパソコンで再生 /表示することができます。

※すべてのパソコンにおいて動作を保証するものではありません。
※本機とパソコンをUSBケーブル等で直接接続しないでください。

①パソコンにmicroSDカードを挿入します。
②リムーバブルディスクのmicroSDカードを開きます。
③それぞれのファイルが保存されているフォルダを開きます。
　各種の記録ファイルがフォルダごとに保存されていることを確認します。
④録画ファイルは、以下のプレーヤーで再生されます。
　●コーディックに対応した動画プレーヤー
　　MOV( ビデオ：H.264　オーディオ：ADPCM)
⑤静止画ファイルは、パソコンのフォトビューアーなどで開くことができます。

【フォルダ構造】

※記録ファイルは日付順に記録されます。
　常時録画はNormal、イベント録画は Event、静止画は Photo にフォルダ分けされ
　ています。

パソコンでの表示画面

②

①

①画面表示　　　選択したファイルの映像が流れます。
②録画日時　　　録画した日時を表示します。

・イベント録画ファイルは上書きされませんので、
microSD カード内に録画するための容量が不足して来
ると、「SDカードの空き容量がありません。」とメッセー
ジが表示されイベント録画ができなくなります。その場
合、別のmicroSD カードを用意するか、ファイルをパ
ソコン等にバックアップしてからフォーマットを行って
ください。

・常時録画は上書きされますので録画し続けますが、保護
されたファイルでいっぱいになると、録画ができなくな
ります。
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故障かな？と思ったら
症　状

電源が入らない

処　　　　　置

microSD カ ー ド
に記録できない

イベント録画がで
きていない

音声録音ができな
い

映像が汚い、映像
が乱れる

専用シガー電源アダプターが正しく接続されているかご確認
ください
シガーソケットの内部が汚れてたり、異物がないかご確認く
ださい。
専用シガー電源アダプターの内部のヒューズが切れてないか
ご確認ください。切れている場合、サポートセンターまでご
連絡ください。

microSDカードが正しく挿入されているか確認して下さい。

microSD カードは消耗品ですので、長時間使用した場合、
正常に動作しない場合があります。その場合、microSDカー
ドをフォーマットするか、新しいmicroSD カードに交換し
て下さい。

イベント録画ファイルや、別のファイルでmicroSD カー
ドの容量が不足していると、新しい記録ファイルが生成で
きません。パソコンでイベント録画ファイルを削除するか、
microSD カードをフォーマットして空き容量を確保して下
さい。

衝撃感度の設定値を調整してください。

音声の設定がオンになっているか、ご確認ください。

本機のマイク部に異物がないか、マイク部を遮るものがない
かご確認ください。
カメラレンズまたはフロントガラスをきれいに拭いてくださ
い。

他の電子機器（GPS付き製品、VICS 受信機、TVアンテナ等）
が影響している可能性があります。その場合、できるだけ離
してご使用ください。

( → P19 )

( → P20 )

( → P20 )

( → P56 )

( → P45 )

( → P13 )

故障かな？と思ったら

症　状 処　　　　　置

LCDが表示されな
い

ボタン操作が効
かない / 画面がフ
リーズして動かな
い / 誤作動を起こ
す

リアカメラの映像
が表示されない

リアカメラの映像
が上下反転してい
る

日付がリセットさ
れてしまう

本体の電源がオンになっているかご確認ください。

「自動 LCDオフ」が設定されてないかご確認ください。自動
LCDオフが設定されている場合、オフにするか、もしくは
LCDボタンを押すと LCDが表示されます。常に表示したい
場合は、「オフ」を選択してください。

本体の LCDボタンを押してください。

・接続ケーブルが正しく配線されているかご確認ください。
・本体の▲ボタンを長押しして、リアカメラの映像を表示さ
せてください。

長時間使用してなかった場合、時刻 /日付がリセットされ
てしまいます。その際は、再度時間設定してから使用して
ください。

専用リアカメラのブラケットの△印が上を向いて設置され
ているかご確認ください。また専用リアカメラは鏡像タイ
プです。

本体底面のリセットボタンを押して、再起動を行ってくださ
い。

( → P19 )

( → P45 )

( → P12 )

( → P29 )

( → P17 )
( → P18 )

( → P18 )

( → P55 )
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本体仕様
ドライブレコーダー

8~32GBまでの microSDHCカード  (Class10 以上 )に対応  

200 万画素  / WDR ( ワイドダイナミックレンジ )

27.5fps

３軸センサー

最大 500mA

-10℃ ~60℃

MOV（ビデオ：H.264、オーディオ：ADPCM）( 動画 )※

JPEG（3M、2M、1.2M、VGA)（静止画）

100 万画素（鏡像）

30fps

記録媒体

最大記録画角

サイズ

フレームレート

リアカメラ

※一般の動画プレーヤーで再生できます。MOV（ビデオ：H.264、オーディオ：ADPCM）が再生可能なプレーヤーが必要です。

重量 約 58g（取付ブラケット、ケーブル、類は除く）

撮影素子

素画万002大最録記画動度像解録記

無SPG

Gセンサー

記録方式

画面サイズ

フレームレート

録画ファイル構成

音声

映像ファイル形式

電源電圧

動作温度範囲

記録映像再生方法

消費電力

製品保証期間

常時録画 /イベント記録（衝撃、手動録画）

1分 / 2分 / 3分

2インチ　液晶ディスプレイ

オン /オフ可能

Windows Media Player

本体 DC5V（12Vシガープラグ電源ケーブル )

１年（消耗品は除く）

約 22g重量

最大記録画角

撮影素子

素画万001大最録記画動度像解録記


